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主な内容

《本所》 坂東市辺田 48 番地　電 話 0297（35）4811　FAX 0297（36）2355
《支所》 坂東市山 2721番地　電 話 0280（88）1000／ 0297（44）2943　FAX 0280（88）1041

社会福祉法人 坂東市社会福祉協議会

みんな
で創ろう

　安心し
て心豊かに

暮らせるまち

　毎月こども食堂を運営している「坂東市生活学校こども食堂」の皆さんが、コロナ禍により外出する
機会が減ってしまった子どもたちのために、感染症予防に配慮したなかで８月22日、29日の２回に
分けて「夏休みイベント」を開催しました。ひとり親家庭や生活に課題を抱える家庭などを対象に希望者
全員に食品などを無料配布しました。
　会場に訪れた親子は、お米やお菓子などの食品、キャラクターグッズの絵本、マスクやアルコール消毒
液などを受け取り、「お菓子やジュース、無料配布は大変助かります」「夏休み期間ではあるが、コロナ禍
により外出することができず、子どもたちは今回喜んでいます」など感謝の声がありました。
　また、社会福祉協議会からは、赤い羽根共同募金助成を活用し飲料水や衛生用品の配布、セブン-イレ
ブンからの寄贈品の一部を配布しました。

坂東市生活学校
「食品」「物品」

「グッズ」

無料配布

8/22 開催：岩井福祉センター夢積館8/22 開催：岩井福祉センター夢積館

8/29 開催：猿島福祉センターほほえみ8/29 開催：猿島福祉センターほほえみ
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申請窓口 　�坂東市社会福祉協議会�
本所（住所 :坂東市辺田 48 ／電話 :0297-35-4811）�
支所（住所 :坂東市山2721／電話 :0280-88-1000、0297-44-2943）�
※受付時間は午前8時 30分～午後5時 15分

対 象 者 　満65歳以上の方（申告時点）

表彰内容 　�①貯筋残高�� 15 万円…銅バッチ・記念品授与�
②貯筋残高�� 50 万円…銀バッチ・表彰状�
③貯筋残高�100万円…金バッチ・表彰状�
④貯筋残高�200万円…プラチナバッチ・表彰状

持 ち 物 　貯筋通帳、認印（窓口で申請書に記入していただきます。）

受付締切 　�貯筋残高50万円、100万円、200万円の方（令和3年度受付分）の締切
りは、10月29日（金）までです。

表 彰 式 　�表彰式は、11月頃に開催する予定となっています。後日、改めて申請が
あった方に、ご案内させていただきます。

※�今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、表彰式は開催しない場合もござ
いますので、その際は改めてご案内いたします。

市民健康体操
“貯
ちょ

筋
きん

通帳の残高”をご確認ください！

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 
※申請受付期間は11月 30日までとなります。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、
費用の貸付を行います。
◆ 対 象 者　�新型コロナウイルスの影響を受け、休業

等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要
とする世帯

◆ 貸付上限額　２０万円以内
◆ 据置期間　１年以内　　◆ 償還期限　２年以内
◆ 貸付利子等　無利息・保証人不要

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
◆ 対 象 者　�新型コロナウイルスの影響を受け、収入

の減少や失業等により生活に困窮し、日
常生活の維持が困難となっている世帯

◆ 貸付上限額　��・（２人以上）� 月２０万円以内�
��・（単　��身）� 月１５万円以内�
�※貸付期間：原則３ヶ月以内

◆ 据置期間　１年以内　　◆ 償還期限　１０年以内
◆ 貸付利子等　無利息・保証人不要　　　　　　　　　

緊急小口資金 総合支援資金

坂東市社会福祉協議会　本所　電話 0297-35-4811
坂東市社会福祉協議会　支所　電話 0280-88-1000/0297-44-2943お問合せ
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第1回 「オレンジカフェ」
令和3年11月18日（木）開催！

　オレンジカフェとは、認知症の方やその家族、地域の方など、誰でも参加できる集いの場です。�
コロナ渦で家にこもりがちな今だからこそ、認知症について学んだり、音楽を聴いたり、おしゃべり�
したり…など楽しい時間を一緒に過ごしませんか？

 問合せ   坂東市北部地域包括支援センター　社会福祉協議会
☎ 0280-82-1284・0297-44-2943

午前 8時 30分 ~午後 5時 15分（土・日・祝日を除く）

※１・・・新型コロナウイルス感染拡大状況により予定を変更する場合があります。
※２・・・感染対策を十分にとらせていただきますので、安心してご参加ください。

参加者募集

第 1 回オレンジカフェ
① 日 時 令和3年11月18日（木）

午後2時〜午後3時30分
② 内 容 ・おしゃべりや認知症の相談、脳トレ、ゲームなど

③ 場 所 猿島福祉センターほほえみ　喫茶コーナー
住所：坂東市山2721番地

④ 参 加 費 無料
⑤ 人 数 先着10人程度
⑥ 申し込 み 電話受付　☎0280-82-1284 ／ 0297-44-2943
⑦ 申込期間 令和3年11月10日（水）まで

●対象者　認知症の方やその家族、認知症の心配な方や地域の方など。

ボランティア募集
　オレンジカフェの運営に協力していただけるボランティアを募集します。認知症になっても安心して�
暮らせるまちづくりを一緒に始めませんか？
●対象者　認知症予防に関心のある方、介護を学んでいる学生さん、専門職の方など。

オレンジカフェボランティア講習会

① 日　　時 令和3年10月26日（火）
午後1時〜午後4時（受付：午後12時45分）

② 内　　容 ・認知症サポーター養成講座　・運営シミュレーション
・レクリエーションの実践など

③ 場　　所 猿島福祉センターほほえみ　住所：坂東市山2721番地
④ 申し込み 電話受付　☎0280-82-1284 ／ 0297-44-2943
⑤ 申込期間 令和3年10月15日（金）まで

事前講習会を 
左記日程で行います。
お気軽にお問い合わせ

ください ！
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コロナ禍でも
がんばっている子どもたちに笑顔を

コロナ禍でも
がんばっている子どもたちに笑顔を

　社協職員が放課後児童クラブに出向き、コロナ禍でも頑張っている子ども
たちに向けて応援とコロナ終息の願いを込め、お菓子をプレゼントしました。
　元気な子どもたちの笑顔あふれる素敵な時間となりました。

◆�皆さまからお寄せ頂きましたお米や赤い羽根共同募金助成を活用しています。

坂東市社会福祉協議会　食の支援事業坂東市社会福祉協議会　食の支援事業
「もったいない」から「ありがとう」へ
　皆さまからお寄せ頂きました食品は、一時的な困窮により支援を必要とする方々
への「食の支援事業」に活用しています。

引き続き、食品寄付にご協力をお願いします。
◆ お預かりしている食品　 
　�①缶詰　②インスタント食品　③レトルト食品　④お米（玄米等）　
　�※�①～③の食品は、常温保存が可能で未開封、賞味期限が3ヶ月

以上あるもの
◆ お預かりしている場所
　��社会福祉協議会本所（土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時�
30分から午後5時15分まで）

寄贈ありがとうございます　大切に活用させていただきます
　７月６日、茨城県退職公務員連盟坂東支部よりタオル487本を寄贈いただき、市社協を通じて市内の障害者
入所施設にお配りしました。また、会員の皆さんと地域福祉活動に関する情報交換会を行い、「社協が企画する
児童向け事業などへの協力について積極的に周知していきたい」と心強いお言葉をいただきました。ありがとう
ございました。

▲情報交換会の様子▲茨城県退職公務員連盟坂東支部
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金品寄付者名 金額（円）
福祉寄付

音頭金属㈱ 500,000
㈲三郷解体 茨城リサイクルセンター 300,000
㈱南海工業 50,000 
倉持家内神様お賽銭 31,690

物品寄付者名
使用済み切手・未使用切手

三栄工業㈲ ㈱ホリテック
中西　文行 滝本　修司
㈲吉田石油店 吉田運送㈱
木村　たけ ㈱幸上土木
橘観光バス 匿名　4 人

プルタブ
ミムラ建築 関根　喜一
小谷野　伊一 中村　竹子
小谷野　明子 桃山団地自治会
板垣　里視 筧田　幸男
滝本　修司 石塚　光
木村　廣志 浦島太郎逆井店
西村中えがお会 匿名　4 人

ベルマーク
板垣　里視 筧田　幸男
匿名　3 人

食品（缶詰・玄米等）
後藤　さとみ 匿名　1 人

その他（タオル・紙おむつ等）
茨城県退職公務員連盟坂東支部 飯田　和美
野口　勝幸 中西　文行
匿名　2 人

心温まるお気持ちをお寄せくださいまして、誠にありがとうございます。お預かりした善意は、社会福祉向上の 
ために活用させていただきます。

善 意 銀 行

令和3年7月1日～令和3年8月31日受付分 （敬称略、順不同）

あなたのまごころ伝えたい

お預かりしているもの   現金、ペットボトルキャップ、使用済み切手、
その他社会福祉推進に活用できるもの

お預かりしている場所   社協本所・社協支所（土曜、日曜、祝日除く、
午前8時30分から午後5時15分まで）

物品寄付者名
エコキャップ

さしま環境管理事務組合 ミムラ建築
武井　勝男 関根　喜一
矢作新田シニアクラブ ヨークベニマル坂東店
真中　清一 三栄工業㈲
キヤノンエコロジーインダストリー㈱ 小谷野　伊一
中村　竹子 風見　次代
中村　奈美子 中村　隆雄
花島　信一 小谷野　明子
張替　美智代 ㈱ホリテック
荒木　健夫 岩井美容組合
文倉　秀勝 いきいきヘルス体操指導士会
桃山団地健康教室 桃山団地シニアクラブ
荒川　登 ボーイスカウト坂東第１団
板垣　里視 海老原　明子
坂東清風高校 富山　よし子
滝本　修司 倉持　恵子
藤田プラチナ会 石塚　恵理子
後藤　さとみ 村山　晟
木村　廣志 ㈲吉田石油店
浦島太郎逆井店 逆井山小学校
西村中えがお会 わかばの会
穴澤　修治 野口　勝幸
橘観光バス 匿名　10 人

　８月23日、音頭金属株式会社、有限会社三郷解体茨城リサイクルセンターより、「地域福祉事業のために活用
してください」と寄付金をいただきました。ありがとうございました。

寄付ありがとうございます　大切に活用させていただきます

▲有限会社三郷解体 茨城リサイクルセンター▲音頭金属株式会社
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ひとり親家庭支援　無料で弁当配布ひとり親家庭支援　無料で弁当配布
　坂東市にお住いのひとり親家庭を応援しようと、７月から月2回の計画でお弁当の無料配布が始まり�
ました。（１日５０食限定・１人１食）メニューは、「カルビ丼」または「豚カルビ丼」の２種類。お昼と�
夕方のいずれかの時間帯で店舗に受け取りに来られるひとり親家庭が対象です。

㈱南海工業こども食堂㈱南海工業こども食堂

　利用した方は、「こどもたちは焼肉が大好物だが、このコロナ禍によりマスクや消毒液などで出費が増えて、パー
ト収入だけでは経済的に苦しい状況が続いている。このお弁当はとても助かります。」と感謝していました。また、
「外出する機会も減り、ここに来ることで気分転換ができます。」という声もありました。お弁当を手渡した店頭では
笑顔があふれていました。
　当日は、市民の皆さまやセブン -イレブンからの寄贈品である菓子やレトルト食品なども一緒に配布しました。�
皆さまのご支援ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

10月、11月、12月（6回予定）の利用希望者を募集します。
●開 催 日　毎月第 2・4土曜日　① 12：00～ 13：00　② 16：00～ 17：00
●利用方法　1日1回の利用とし受取時間は①②のどちらかの時間を選んでください。
●定　　数　1日　50食分　　●対 象 者　ひとり親家庭に限ります。　
●申込方法　�窓口申込　または　電話申込�

　①窓口…坂東市社会福祉協議会（本所）で受付します。�
　②電話…希望内容の詳細を電話でお伝えください。�
　住所　坂東市辺田 48番地　岩井福祉センター夢積館　電話�0297-35-4811

●受 付 日　次の 2 日間で受付します。　10月1日（金） 2日（土）
●受付時間　午前 8時 30分から午後 4時
●そ の 他　�お弁当の受け渡しは、焼肉がーでん店舗になります。�

申込状況によっては、ご希望にそえない場合がありますので、ご了承ください。 
詳細については、お問い合わせください。（電話 0297-35-4811）

▲カルビ丼・豚カルビ丼
※カルビ弁当は大人用（300円）

次回開催

運動期間　10月1日〜12月31日

今年も皆さまのご協力をお願いいたします。


